
図書

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

女子教育史　海国女性史 ：複刻日本女性史叢書
第18巻

上笙一郎, 山崎朋子編纂 クレス出版 2008 210/F73

時代を超えて輝く女性たち : 平成28年秋の特別展 国立公文書館[編] 国立公文書館 [2016] 281/J48

近代日本女性史1 教育 渋川久子著 鹿島研究所出版会 1970 281/Ki42

明治の女子留学生 : 最初に海を渡った五人の少
女

寺沢龍著 平凡社 2009 281/Ｍｅ25

明治・大正時代を生きた女性　逸話事典 中江克己著 第三文明社 2015 281/Ｍｅ25

女博士列傳 長島譲著 明治書院 1937 281/O66

少女たちの明治維新 : ふたつの文化を生きた30年
ジャニス・P・ニムラ著 ; 志村昌子,
藪本多恵子訳

原書房 2016 281/Ｓｈ96

愛と至誠に生きる : 女医吉岡彌生の手紙 酒井シズ編 NTT出版 2005 289/A25

或る明治女学生日記 : 岡山・山陽女学校生「石原
登女子」の記録

太田健一, 竹内涼子編 吉備人出版 2007 289/A79

下田歌子先生伝 : 伝記・下田歌子 故下田校長先生伝記編纂所編 大空社 1989 289/D58

自叙伝 : 伝記・鳩山春子 鳩山春子著 大空社 1990 289/D58

学祖下田歌子生誕百五十年記念展 実践女子学園香雪記念資料館編 実践女子学園香雪記念資料館 [2004] 289/G16

花子と白蓮 : 明治から昭和を生きた女性たちの真
実

宝島社 2014 289/H27

鳩山春子 : 我が自叙伝 鳩山春子著 日本図書センター 1997 289/H42

人として女として : 二階堂トクヨの生き方 穴水恒雄著 不昧堂出版 2001 289/H77

開国の時代を生きた女からのメッセージ 中西拓子著 碧天舎 2002 289/Ka21

荻野吟子 : 実録・日本の女医第一号 奈良原春作著 国書刊行会 1984 289/O25

凛として : 近代日本女子教育の先駆者下田歌子 仲俊二郎著 栄光出版社 2014 289/R45

写真で見る成瀬仁蔵その生涯 : 日本女子大学創
立者成瀬仁蔵生誕一五〇年記念

日本女子大学成瀬記念館編集 日本女子大学成瀬記念館 2008 289/Sh13

食は生命なり : 栄養学と香川綾の生涯
女子栄養大学香川昇三・綾記念展
示室 [編]

女子栄養大学香川昇三・綾記
念展示室

2004 289/Sh96

津田梅子の社会史 高橋裕子著 玉川大学出版部 2002 289/Ts34

つながりあう知 : クララと明治の女性たち 福田須美子著 春風社 2009 289/Ts75

保井コノ : 日本初の女性博士 香川人権研究所 2006 289/Y64

日本の女性と産業教育 : 近代産業社会における
女性の役割

三好信浩著 東信堂 2000 366.3/N71

女学生の系譜 : 彩色される明治　増補版 本田和子著 青弓社 2012 367.21/J61

「明治時代の女子教育」展示リスト(2018年4月～6月)

平成30(2018)年は、明治元(1868)年から起算して満150
年に当たります。政府では、「明治150年」関連施策として

全国で取組を推進しています。NWECでも関連展示を

行っています。

平成30年女性アーカイブセンター特別展示

「女性の歩みを受け継ぐ 女性アーカイブセンター10周年展」

https://www.nwec.jp/event/archivecenter/tenji2018.html

江戸時代以前の女性は、家庭での妻や母としての役

割が求められ、学問は不要と考えられていました。

明治時代になると、文明開化によって徐々に女子に

対する教育が広まっていきます。



教育をつくる：日本の女たち : 写真・絵画集成 第6
巻

中嶌邦編 日本図書センター 1996 367.21/N71

日本近代国家の成立とジェンダー 氏家幹人[ほか]編 柏書房 2003 367.21/N71

良妻賢母の世界 : 近代日本女性史 仙波千枝著 慶友社 2008 367.21/R97

良妻賢母という規範 小山静子著 勁草書房 1991 367.21/R97

学制百二十年史  文部省[編] ぎょうせい 1992 372.1/G16

女子教育事始 小河織衣著 丸善 1995 372.1/J76

近代女子教育の成立と女紅場 坂本清泉,坂本智恵子著 あゆみ出版 1983 372.1/Ki42

子どもたちの近代 : 学校教育と家庭教育 小山静子著 吉川弘文館 2002 372.1/Ko21

男女平等教育阻害の要因 : 明治期女学校教育の
考察

櫛田眞澄著 明石書店 2009 372/D37

女子教育における裁縫の教育史的研究 : 江戸・明
治両時代における裁縫教育を中心として

関口富左著 家政教育社 1980 375.5/J78

明治初期女児小学の研究 : 近代日本における女
子教育の源流

高野俊著 大月書店 2002 376.2/Me25

女学校と女子教育 和田博文監修 ゆまに書房 2009 376.4/J61

女学校と女学生 : 教養・たしなみ・モダン文化 稲垣恭子著 中央公論新社 2007 376.4/J61

高等女学校の研究 : 制度的沿革と設立過程 高等女学校研究会編 大空社 1990 376.4/Ko94

明治女学校の研究 青山なを著 慶応通信 1970 376.4/Me25

明治女学校の世界 : 明治女学校と「女学雑誌」を
めぐる人間群像とその思想

藤田美実著 青英舎 1984 376/Me25

女性と高等教育 : 機会拡張と社会的相克 香川せつ子, 河村貞枝編 昭和堂 2008 377.2/J76

近代日本の女性専門職教育 : 生涯教育学から見
た東京女子医科大学創立者・吉岡彌生

渡邊洋子著 明石書店 2014 377.2/Ki42

津田梅子を支えた人びと 飯野正子, 亀田帛子, 高橋裕子編 津田塾大学 2000 377.2/Ts34

津田梅子と塾の90年
津田塾大学創立90周年記念事業出
版委員会編

津田塾大学 1990 377.2/Ts34

山本通時代の神戸女学院 : 黎明期の女子教育と
その歩み

津上智実編 日本キリスト教団出版局 2015 377.3/Y31

学校制服の文化史 : 日本近代における女子生徒
服装の変遷

難波知子著 創元社 2012 383.1/G16

拓く : 日本の女性科学者の軌跡 都河明子, 嘉ノ海暁子著 ドメス出版 1996 402/H64

女子理学教育をリードした女性科学者たち : 黎明
期・明治期後半からの軌跡

日本女子大学理学教育研究会編 明石書店 2013 402/J78

女性科学者の源流 お茶の水女子大学理学部・ジェンダー
研究センター, 日仏理工科会[編]

 [ラジウム発見100周年記念事
業実行委員会]

1998 404/J76

「あさが来た」の人間像 : ある女性実業家の「学
問」と女子高等教育

幸津國生著 花伝社 2016 778.8/Ａ81

若松賤子 : 黎明期を駆け抜けた女性 尾崎るみ著 港の人 2007 910.2/W21

夢みる教養 : 文系女性のための知的生き方史 小平麻衣子著 河出書房新社 2016 910.26/Y97

負けんとき : ヴォーリズ満喜子の種まく日々　上・
下

玉岡かおる著 新潮社 2011 913.6/Ma33

◆学校史

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

日本女子大学学園事典 : 創立100年の軌跡 日本女子大学 2001 377.2/N71

写真が語る日本女子大学の100年 : そして21世紀をひ
らく

日本女子大学編集 日本女子大学 2004 377.2/Sh13

未来を夢みてここに集う : 日本女子大学創立100周年
記念特別展示・記録集

日本女子大学成瀬記念館編集 日本女子大学成瀬記念館 2002 377.2/Mi49



フェリス女学院150年史資料集(第1-4集)
フェリス女学院150年史編纂委員会
編

フェリス女学院 2010 377.2/F21

實踐女子學園八十年史
実践女子学園八十年史編纂委員会
編

実践女子学園 1981 377.2/J54

共立女子学園百十年史
共立女子学園百十年史編集委員会
編集

共立女子学園 1996  377.2/Ky5

共立女子学園の110年 : 創立110周年記念写真集
共立女子学園百十年史編集委員会
編集

共立女子学園 1996 377.2/Ky5

目で見る東洋英和女学院の110年 : 1884-1994
東洋英和女学院110年史編纂委員
会編

東洋英和女学院 1995 377.2/Me14

東洋英和女学院百年史
東洋英和女学院百年史編纂実行委
員会編

東洋英和女学院 1984 377.3/To81

お茶の水女子大学創立百二十周年記念展示図録 お茶の水女子大学 1995 377/O15

お茶の水女子大学百年史
「お茶の水女子大学百年史」刊行委
員会編

「お茶の水女子大学百年史」刊
行委員会

1984 377.2/O15

東京女子医科大学今と昔 : 1900-1990 東京女子医科大学編集 東京女子医科大学 1990 377.2/To46

東京女子医科大学百年史
東京女子医科大学百年史編纂委員
会編

東京女子医科大学 2000 377.2/To46

津田塾大学一〇〇年史(通史編・資料編)
津田塾大学一〇〇年史編纂委員会
編

津田塾大学 2003 377.2/Ts34

◆女性アーカイブセンター特別展示「女性の歩みを受け継ぐ 女性アーカイブセンター10周年展」　ミニ展示「明治時代の女子教育」で展示中の資料

「書名」 編著者 出版社 出版年 請求記号

「日本女子立志編　下巻」 干河岸貫一編 博文館 1902 281/H55

「女子学術　創刊号（復刻版）」
大空社 1986 367/F73

「女子教育　創刊号（復刻版）」
大空社 1986 367/F73

「女学世界　創刊号（復刻版）」
大空社 1986 367/F73

「日本之女学　創刊号（復刻版）」
大空社 1986 367/F73

「女学生　創刊号（復刻版）」
大空社 1986 367/F73

「婦人教育雑誌　創刊号（復刻版）」
大空社 1986 367/F73

「女権　創刊号（復刻版）」
大空社 1986 367/F73

「教育女礼式」 綱島亀吉 1907 379/Ky4

和雑誌記事

記事名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

女性中心的領域と男性中心的領域とのせめぎあい :
女子教育と裁縫教育・被服教育 / 森理恵

女性史学 女性史総合研究会
2010.07

(20)

日本における高等教育の変遷と男女共学の理念 / 田
端泰子

女性歴史文化研究所紀要
京都橘女子大学女性歴史文化
研究所

2005.03
(13)

下田歌子の社会構想と「手芸」 女性学 日本女性学会
2005.03

(12)

「良妻賢母」をめぐる女性たち : 日仏の比較 / 19世紀
フランス女性の生活と意見を知る会

女性空間 = Espace des Femmes 日仏女性資料センター
2003.06

(20)

明治30年前後大阪師範学校における女子教育の一
斑 : 修身科「ノート」を通して / 高橋和子

総合女性史研究 総合女性史研究
2002.03

(19)



二〇世紀を生きた女たち(10) : 香川綾 : 料理を科学に
/ 早瀬展子

婦人通信 日本婦人団体連合会
2000.04
(498)

モードのなかの女学生 / 本田和子 東京人 東京都歴史文化財団
1998.07
(130)

近代日本女子高等教育の成立とその基本デザイン /
谷岡郁子

中京女子大学研究紀要 中京女子大学
1997.03

(31)

明治期女子教育の二つの流れ・・・官公立系とキリスト
教系 / 秋枝簫子

福岡県女性史・女性学ノート
福岡県女性史・女性学研究協
議会

1996.03
(3)

明治の「生意気娘」たち(上) : 「女学生」と小説/ 小関
三平

女性学評論
神戸女学院大学女性学インスティ
チュート

1995.03
(9)

人としての教育 : 成瀬仁蔵 女子教育観とその実践 /
中嶌邦

家庭科学
日本女子社会教育会家庭科学
研究所

1995.03
(61-4)

津田梅子のライフコース 1 : 明治時代そして父仙 / 菅
谷よし子

家庭科教育 家政教育社
1992.12
(66-15)

戦前・戦中女子教育における職業(労働)と「参加」の問
題 : 吉岡弥生の女子教育思想から / 渡邊洋子

人間文化研究年報
お茶の水女子大学人間文化研
究科

1991.03
(15)

明治期における育児天職論と女子教育 / 木下比呂美 教育学研究 日本教育学会
1982.09
(49-3)

新聞記事

新聞社 掲載日

毎日新聞社 2017.12.14

読売新聞社 2014.1.11

日本経済新聞社 2014.2.16

産経新聞社 2012.5.19

沖縄タイムス社 2009.9.21

読売新聞社 2009.2.05

日本海新聞社 2007.7.18

富山　北日本新聞社 2003.7.28

毎日新聞社 1999.11.9

山梨日日新聞社 1998.3.7

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター

　（国立女性教育　情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721

明治150年近代から現在を読む（15）－『青鞜』創刊 : 寄稿森まゆみ（作家） : 共感と攻撃詠
んだ「新しい女」

女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・家
庭・
家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報データベースから
検索することができます。

●文献情報データベース
　http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/

記事タイトル等

発見日本の偉人たち : 津田塾大学の創設者津田梅子（1864-1929年） : 教育で女性の自立
促す : 津田梅子が生きた時代 / 大石学

明治・大正教育者 : 下田歌子の講義録

日本の100年 : 第2部なでしこたち（2） : 「女子会育の母」と摩擦

文体から読み解く「心」 : フェミニズムの波検証 : やまなし文学賞 自作を語る

日曜に考える : 熱風の日本史 第25回「新しい女」のたたかい（大正） : 従属からの解放叫び
: 「元始太陽であった」に感動・賛意 / 井上亮

鳥取近代化の歩み仁風閣建設から100年（16） : 鳥取婦人幼稚園創設 : 初代園長・小沢咲
が尽力 : 幼児教育が本格化 / 奥村寧子

日本の健康な生活に貢献して80年 : 食は生命なり女子栄養大学すべては人々の健康のた
めに : 日本を元気に！‟実践栄養”で社旗に貢献 在学生も先輩も大活躍 : 創立者香川綾さ
ん栄養学一筋、今に生きる「四群点数法」

明治と出会う10富山で発見日本画報から : 女子教育 : 女性解放運動につながる

御取合400年 琉球・沖縄歴史再考（33） : 21世紀への補助線 近代化と沖縄女性透ける「良
妻賢母」思想 / 与儀武秀

図書の貸出や複写郵送サービスなどを

行っています。ぜひご活用ください！


